
平成25年度　市政座談会　意見集約集

東益津第15 地区名 ： （自治会単位） 日程： 1
平成25年9月1日(日) 会　 場 ： 東益津公民館

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

7.2 公共施設 当該地区にも何か公共施設を建設してほしい。
(公共施設の配置については、公共施設マネージメントの
中で検討していきます。）

総務部 資産経営課 ○ ○

7.1 財政 現在の市の財政状況はどうか。 今年度の決算は、黒字です。 財政部　 財政課 ○ *** ***

1.2
津波対策で防波堤を造っても、50年もたてば老朽化す
る。防波堤を造れば、釣り場も無くなり海岸利用が阻害さ
れる。

(ご意見ありがとうございます。） 水産経済部 水産課 ○ *** ***

3.3
防犯灯のＬＥＤ化は良いが、停電になっても避難所まで
の道標となるようなソーラータイプの案内灯を設置しては
いかがか。

(参考とさせていただきます。） 総務部 総務課 ○ ○

1.1 水産経済部 農政課

水産経済部 商業・観光振興課

生涯学習部 文化財課

2.1
畑総農道が市に移管されると聞いた。市はどこまで管理
してくれるのか。

管理について地元とは協議調整中です。確認します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 農政課 50 ○ ○

2.2
畑総農道の平成26年度以降の老朽化対策はどうなって
いるのか。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 農政課 50 ○ ○

3.1 畑総管理の補助金の継続をしてほしい。
（土地改良区が解散したため、平成26年度以降は市が畑
総農道を管理することとなりました。）

水産経済部 農政課 ○ ○（済）

4.2
高草山利活用検討会の協議状況等はどうなっているの
か。また、夜景がきれいなので道路を整備し、人気のある
高草山にしてほしい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 農政課 51 ○ ○

5.1
高草山の耕作放棄地が増えている。荒廃を止める手立
てをしてほしい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 農政課 52 ○ ○

5.2
高草山の頂上にゲートがあるが、未舗装のところがあり
危険である。ＮＴＴが管理しているのではないか。

調べて要望します。 水産経済部 農政課 ○ ○

5.3
転売されて所有者がわからない土地があり、実態がつか
めないため管理上問題である。市で調査して地元に教え
てもらえないか。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 農政課 52 ○ ○

3.2 イノシシ駆除について、補助金はどうなっているのか。
確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 農政課 51 ○ ○（済）

4.1 イノシシ駆除後の処理方法について検討してほしい。
後日回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 農政課 51 ○ ○

1.4
道路のひび割れを修繕してもすぐにまたひび割れしてし
まうため舗装方法を変更する等してほしい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 50 ○ ○

3.4 34号線道路の整備と拡幅工事をお願いしたい。
確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 51 ○ ○

1.3
住民の高齢化で側溝清掃が大変。側溝に傾斜をつけて
ほしい箇所がある。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 50 ○ ○
部分的なグレーチング（軽
量化）により順次実施中

6.1
高崎地区の遊水池の整備後の管理について、県がしっ
かり管理してくれるよう、市と県で協議してほしい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 河川課 52 ○ ○ 県と協議中

6.2 その他
社会福祉協議会の不正問題について、新聞に氏名が掲
載されないのはおかしい。

警察や弁護士に相談し対応していきたい。 健康福祉部　 地域福祉課 ○ ○（済） 社協に連絡済み

平成25年度　市政座談会　意見集約集

東益津第16 地区名 ： （自治会単位） 日程： 2
平成25年9月1日(日) 会　 場 ： 中里会館

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

11 まちづくり
「夢のあるまちづくり」とのことだが、市全体の中でこの地
域の望ましい姿を示して地元と調整をとりながら、まちづ
くりを進めてほしい。

(ご意見ありがとうございます。） 未来創造部 まちづくり政策課 ○ ○

9
中野市長になってから、焼津市のことが新聞にでること
が多くなった。いいことだと思う。

（ご意見ありがとうございます。） 未来創造部 広報広聴課 ○ *** ***

13
「広報やいづ」の発行には、かなりの経費がかかっている
のではないのか。

年間で、印刷は1,000万円以内であるが、新聞折込の経
費が1,000万円を超えている。自治会に配布をお願いして
いる市もあるが、そうすると自治会の仕事が増えてしま
う。他市と比較しても焼津市の経費は高い方ではありま
せん。

未来創造部 広報広聴課 ○ ○（済）
発行回数の減により軽費
削減を行った。

5
東益津地区には公園（特に中里地区）が少ない。高台に
防災を兼ねた住民の憩いの場となる大きな公園をつくっ
てほしい。

都市計画のマスタープランの中で、考えていきたい。絵
（地図）にしたいので、住民の方からも意見をいただきた
い。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

7.1
 ３町内会の津波警報時の避難場所はサッポロビール建
屋の屋上となっているが、夜中は開かないとのことである
ので、岡当目地区にも早く避難タワーをつくってほしい。

タワーがいいのか。通常は別の用途で使えるような方法
がいいのか、検討していきます。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

意見・要望内容種別
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課

自治会名：
開催日：

広報広聴

防災

No
別紙
頁

分類

野生鳥獣

道路・橋梁

河川・水路

別紙
頁

分類

焼津市の魅力としての高草山の利用をどう考えるか。
満観峰へのハイキング、花沢の伝統的建造物群の計画
などを進めています。

○ ○

種別

防災

農政

No 意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課

自治会名：
開催日：



7.2
岡当目地区は液状化現象が起こるのではないかと言わ
れている。その対策が示されていたと思うが、計画はど
のようになっているか。

検討していきます。 危機管理部 危機政策課 ○ ○

15 防犯
防犯灯をLEDにする事業を東益津地区から初めていただ
くことに感謝する。できれば、蓄電方式にしてほしい。

当然のことなので、できればそうしたいと考えています。 総務部 総務課 ○ ○

12 長寿福祉
敬老会を見直したらどうか。中里・岡当目地区は送迎に、
自治会からバスを出していて、大きな経費がかかってい
る。

敬老会という名称は変更した方がいいと思っているが、
長寿を祝うことは必要だと思う。自治会に経費がかかっ
ているということなので、今後開催方法（分散方式など）を
含めて、検討していきたい。

健康福祉部　 長寿福祉課 ○ ○

6 総務部 総務課

水産経済部 農政課

10 区画整理 東益津地区でも区画整理事業をやってほしい。
区画整理事業は時間も費用も非常に多くかかるため、別
の方法でまちづくりを考えた方が良いという議論もある。
要望として聞いておきます。

都市基盤部　 都市計画課 ＊ ＊ *** ***

8.1
土の堤防は、もとの堤防から高さが25％になってしまうと
いうデータが出ているので、瀬戸川の堤防を補強してほ
しい。

要望をするので、自治会からも再度要望を出してもらい
たい。

都市基盤部　 河川課 ○ *** ***
自治会要望として出された
時点で県に要望

8.2
河床が上がっているので、県に浚渫を頼みに行っても
やってくれない。市から要望を出してほしい。

要望をするので、自治会からも再度要望を出してもらい
たい。

都市基盤部　 河川課 ○ ○（済） 県へ要望済み

14
年３回地震（津波）を想定した防災訓練を実施している
が、１回ぐらいゲリラ豪雨対策も行ったらどうか。

現在、日曜日の昼間に行っているが、平日とか、夜間に
も実施したらどうかと思っている。内容について検討した
い。

都市基盤部　 河川課 ○ ○（済）
H25年度に水害版図上訓
練を第16自治会で実施

2 都市計画
11月23日に花沢の里で「まちづくり市民講座」を開催す
る。歴史的建造物でもある花沢の里を残しておきたいと
いう意図もある。市も協力してほしい。

承知しました。 都市基盤部　 建築指導課 ○ ○（済）
広報やいづへの掲載等を
行った。

1 文化財
「井伊直孝産湯の井」用地を買い上げていただきありが
たい。管理は地元で行っていきたい。

ありがとうございます。 生涯学習部 文化財課 ○ *** ***

4 議会 市議会議員の削減についてはどう思うか。
議員の定数について、議会の改革検討委員会で検討し
ていると思う。

議会事務局 庶務課 ○ *** ***

3 危機管理部 危機対策課 ○

財政部　 課税課 ○

平成25年度　市政座談会　意見集約集

東益津第17 地区名 ： （自治会単位） 日程： 3
平成25年9月14日(土) 会　 場 ： 浜当目コミュニティ防災センター

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

1.3 自治会

自治会活動をやっているが、老人のみの世帯、独居老人
の世帯が増えている。行政のいろいろな調査は世帯中心
に調べるが、組長も受けられない世帯もある。行政にも
影響を与えるので、この点も考えてほしい。

参考とさせていただきます。 総務部 総務課 ○ ○

6.2 まちづくり

活性化しないと税収も上がらないが、アクアス・さかなセ
ンター等、施設が分散化している。駅前も藤枝と比べて
見劣りがする。施設の集約化、集客力ということを考えて
欲しい。

(ご意見ありがとうございます。） 未来創造部 まちづくり政策課 ○ ○

2.1
４次想定で大崩地区の津波高が10.5ｍ。距離的に浜当
目にも影響するが、堤防高が6.5ｍ～7ｍなので、堤防の
かさ上げを要望したい。

全地域が10.5ｍではないので地区毎の津波高を調べて
いる。県は堤防の強靭性、耐震性をチェックしている。こ
れらの結果に基づいて、かさ上げあるいは道路を作るな
どの対策をとっていくので相談をさせていただく。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

2.2
浜当目コミュニティ防災センターが築30年近い。クーラー
の故障やカーテン等の痛みも出てきて自治会の負担も増
えている。防災センターの新築を検討して欲しい。

公共施設の将来を見据えての形というものを考えなが
ら、ここは拠点なので対応をしていきたいと思います。

危機管理部 危機対策課 ○ ○（済）

4.1

高齢者の考えとして一番問題は津波の避難。足腰の動
かない人が多く、避難経路も狭くて非常に危険な場所が
ある。また津波避難タワーを作るが海の方に逃げるのか
という意見もある。

参考とさせていただきます。 危機管理部 危機政策課 ○ *** ***

4.2
先日の大地震の誤報の件だが、最初の警報から誤報だ
とわかるまで時間がかかった。誤報だという修正をすぐに
やって欲しかった。

情報伝達に関しても、もう少し細かく検証します。 危機管理部 危機政策課 ○ ○（済）

5
石脇川水門から津波避難タワーを作ろうとするところの
道路の工事が止まっている。計画はどのようになってい
るのか。

予定を自治会長へ報告させます。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 53 ○ ○

6.1 原発
浜岡原発の防波堤を見学に行き、中電より、大丈夫と説
明されたが納得できない。非常用発電機が2階にあると
いったが津波が来ればアウト。大変心配している。

ご意見として伺っておきます。 危機管理部 危機対策課 ○ ○

8 長寿福祉
先日の市の敬老会で、国旗が飾ってなくておかしいん
じゃないかという意見を聞いた。ああいうときは国旗を出
すのではないか。

調べて報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

健康福祉部　 長寿福祉課 53 ○ ○（済）
敬老会で国旗は飾ってお
り今後も飾る予定

担当課

防災

自治会名：
開催日：

No
別紙
頁

分類
種別 意見・要望内容

回答
（市長、部課長、担当課等）

農政

消防・救急 ○

従業員４名の内２名が消防団員であるので、消防にとら
れてしまい、仕事ができなくなってしまう。税負担の軽減
など市の支援はないのか。（県では支援があるようだが）
書類を作成するのが大変なので、ほとんど申請をしてい
ないのが、現状である。

税負担の軽減についての県の支援があります。申請書
類を簡単にという要望はあげておきます。

河川・水路

○
市の平和教育に疑問を持っている。高草山の荒れ地に
平和の木（発色の良い陽光桜（ヨウコウザクラ））を植える
運動を進めて平和教育を推進したほうがいいと思う。

高草山の利活用については、検討委員会を設置し検討し
ているので1つの案として伺っておきます。畑総でつくった
道の管理が市に移管されることもあり、その利用も含め
て検討していくので、一つの要望として聞いておきます。

○



2.4 防犯灯のLEDの設置工事は何月頃から始まるのか。
10月に業者を決める予定でいる。東益津地区だけで
1,000灯ある。今後中電との協議も必要でその結果にもよ
るが遅くも年度内には行います。

総務部 総務課 ○ ○（済）

3.1
浜当目の海岸線の海浜公園で海水浴場をやるところに
防犯カメラが設置できないか。夜遅くまで騒いだりゴミを
出したりする者がいて民家が迷惑している。

場所を見て自治会長と相談し検討します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 水産課 53 ○ ○（済） 県に連絡済み

6.3
監視（防犯）カメラの話が出たが、犯罪の抑止力や捜査
では非常に有効。市としても設置をお願いしたい。

場所を見て自治会長と相談し検討します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 水産課 53 ○ ○（済） 県に連絡済み

7
バーベキューとか火を使ってやることを許可制にしてはど
うか。岡部の朝比奈川の方は許可制になっている。せめ
て看板か何か設置してはどうか。

対策を検討します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 水産課 53 ○ ○（済） 県に連絡済み

3.2

海岸線の水道の蛇口が壊れていて水が1週間ほど出っ
ぱなしになっていた。市に連絡して直してもらったが、海
水浴が始まる前に一度点検したほうが良いのではない
か。

確認し対応します。 水産経済部 商業・観光振興課 ○ ○（済）

9

民間行事でこれを盛り上げれば焼津が盛んになるという
ものを拾って、市役所がタッチし、お金は出さなくても口は
出すという所から始めれば、今よりは盛んになるのでは
ないか。

（ご意見ありがとうございます。） 水産経済部 商業・観光振興課 ○ *** ***

1.2 農政

焼津市には森林組合がない。しかし、高草山など戦後の
杉、檜の人工林があちこちにあるが、現在は放置されて
いる。出来るところはそれなりに治山についてもお願いし
たい。

森林組合はないので、どういう形が良いのか検討させて
いただく。

水産経済部 農政課 ○ ○

2.3
10月から当目小橋の改修工事が始まり工期は2年半～3
年と聞いているが、県に子どもたちの安全のため対処願
いたいと市からもお願いして欲しい。

改めて私の方からも県に厳しくお願いしていきます。 都市基盤部　 土木管理課 ○ ○（済）

4.3
県道（旧150号線）の当目大橋から当目小橋までのあたり
は歩道が狭くて事故も多い。歩道の整備をして欲しい。

（県管理路線であるため県へ要望します。） 都市基盤部　 道路課 ○ ○

1.1 河川・水路

東益津は海、山、川に囲まれた風光に恵まれた良い環境
であるが、いったん天候が牙をむくと、一挙に山から洪水
が攻めてくる。数日前に発表された「100㎜安心プラン」で
は国交省が焼津市を重点登録してくれたということで治
水に期待している。

石脇川の対策として、国の100㎜の安心プランに登録さ
せてもらって、治水を国、県と連動して対応していく体制
が出来た。

都市基盤部　 河川課 ○ ○

道路・橋梁

防犯

商業・観光


